
株式会社 エヌ・ティ・ティ・アド 
2016年 2月 8日 

アウディ FIS アルペンスキーワールドカップ 2016 湯沢苗場大会 

大会公式スマートフォンアプリ（iOS・Android）のご提供について 

FIS アルペンスキーワールドカップ 2016湯沢苗場大会組織委員会（以下、組織委員会）と株式会社 エヌ・ティ・ティ・アド
（以下、NTT アド）は、2016年 2月 13日（土）～14日（日）の期間、苗場スキー場（新潟県南魚沼郡湯沢町三国）
にて開催する「アウディ FIS アルペンスキーワールドカップ 2016湯沢苗場大会」において、大会公式スマートフォンアプリ（以下、
「本アプリ」）をリリースいたしました。 
本アプリにおいては、アルペンスキーワールドカップの大会概要だけでなく、大会当日の滑走結果を速報で確認することができる機
能や、シャトルバスの乗り場情報など、大会を盛り上げ、サポートする様々なコンテンツを提供しています。また、会場周辺や最寄
り駅 JR越後湯沢駅周辺のグルメや温泉などの情報も配信してまいります。 

 
== 記 == 

 
■基本情報 

 
■ダウンロード URL 
＜AppStore＞ 

https://itunes.apple.com/us/app/audi-fis-alpine-ski-world/id1078547684?l=ja&ls=1&mt=8 
 

 ＜GoolePlay＞   
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ntt_ad.fis 

アプリ名 「アウディFISアルペンスキーワールドカップ2016湯沢苗場大会」 アプリ 
対象OS iOS 7.0以上   Android 4.2以上 
対応言語 日本語・英語 
主なメニュー 交通アクセス シャトルバスの乗り場情報や発着所マップ等、大会会場までの

交通アクセス情報を掲載します。 
 

会場案内 大会会場内のマップ及びホテル館内図、駐車場位置案内を
掲載します。 

スケジュール 大会スケジュール、選手の滑走順リストを掲載します。 
出場選手 出場選手リストを掲載します。 
滑走結果 選手の滑走結果を速報で掲載します。 
観光グルメ 会場周辺やJR越後湯沢駅周辺の観光情報やグルメ情報を

掲載します。 
FAQ 大会に関する質問と回答を掲載します。 
Wi-Fiマップ（外国人向け） 外国人向けのWi-Fiアクセスポイント情報を掲載します。 
アンケート 観戦者アンケートを実施します。 
大会ニュース 大会に関するニュースを配信します。 

https://itunes.apple.com/us/app/audi-fis-alpine-ski-world/id1078547684?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ntt_ad.fis


■画面イメージ 

   
※本アプリの著作権その他の知的財産権は、ＮＴＴアドまたは正当な権利を有する第三者に帰属します。 

     ※「Japan Travel Guide」ロゴは、ＮＴＴアドの商標（登録出願中）です。 
 

＜本件お問い合わせ＞ 
組織委員会広報事務局（浅野）TEL：080-4793-5494   MAIL：media@yuzawanaeba.jp 
NTT アド（波木井）TEL:03-5745-7719   MAIL：info@jtgt.jp 

 
 

以上 
  



NTT Advertising, Inc. 

February 8, 2016 

  
Audi FIS Alpine Ski World Cup Yuzawa Naeba Competition 2016 

Supplying the Official Smartphone App (iOS, Android) for the Competition  
 
 

The Organizing Committee for the 2016 FIS Alpine Ski World Cup Yuzawa Naeba Competition (hereinafter “Organizing 

Committee”) and NTT Advertising, Inc. (hereinafter “NTT Ad”) have released the official competition smartphone app 

(hereinafter “the App”) for the Audi FIS Alpine Ski World Cup Yuzawa Naeba Competition 2016, to be held at the Naeba 

Ski Resort (Mikuni, Yuzawa, Minami-Uonuma District, Niigata Prefecture) on February 13 (Sat.) to 14 (Sun.). 

The App includes not only an overview of the Alpine Ski World Cup, but also a wide variety of contents that support and 

add to the excitement of the competition, such as a feature enabling users to immediately confirm the results of the races on 

the competition dates and information regarding the shuttlebus stops and their locations. Information on places to eat, hot 

springs, and other details regarding the competition venue and the neighborhoods surrounding JR Echigo-Yuzawa Station 

will also be distributed.  

 

== Note == 

■ Basic information 

■ Download URL 

 <iOS>  

https://itunes.apple.com/us/app/audi-fis-alpine-ski-world/id1078547684?l=ja&ls=1&mt=8 

 <Android> 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ntt_ad.fis 

App name “Audi FIS Alpine Ski World Cup Yuzawa Naeba Competition 2016” App 

Supported OS iOS 8.0 or later, Android 4.2 or later 

Languages Japanese and English 

Main menu items Access Posts information on access to the venue, including maps of 

shuttlebus stops and other related information. 

Venue  Posts a map of the competition venue, floor map of the 

hotel, and access map for parking areas. 

Schedule Posts the competition schedule and the race order of the 

athletes. 

Athletes Posts list of the athletes. 

Results Immediately posts the race results of the athletes. 

Tourism information and places to eat Posts information on sightseeing locations, places to eat, 

etc. near the competition venue and JR Echigo-Yuzawa 

Station. 

FAQ Posts FAQ concerning the competition. 

Wi-Fi map (for foreigners) Posts Wi-Fi hotspot information for foreigners. 

Questionnaire Conducts questionnaire survey of the spectators. 

Competition news Distributes news on the competition. 

https://itunes.apple.com/us/app/audi-fis-alpine-ski-world/id1078547684?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ntt_ad.fis


■ Screenshot images  

  
   ※ Copyright and other intellectual property rights to the App belong to NTT Ad, or their rightful third-party owners. 
   ※ The “Japan Travel Guide” logo is an NTT Ad trademark (applied for registration). 
 

Inquiries: 

■Organizing Committee Public Communications Secretary Office (Asano)  
TEL: 080-4793-5494  E-MAIL: media@yuzawanaeba.jp 

■NTT Advertising, Inc. (Hakii） 
TEL: 03-5745-7719   E-MAIL: info@jtgt.jp 

 


